
神通川 国土交通省　富山河川国道事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

金賞 富山大学人間発達科学部附属小学校 ３年 八木　仁志 夕日でキラキラ光る川

銀賞
富山市立堀川小学校 ３年 林　璃奈 お魚いっぱい！！何がつれるかな！？

富山市立奥田小学校 ２年 中山　恵瑠 カモのいる川

低
富山市立倉垣小学校 １年 西尾　仁志 まつかわ

学
銅賞 富山市立新庄小学校 ２年 室林　萌子 八おの町をながれる川

年
富山市立針原小学校 １年 青山　聖弥 きれいな川

の
富山市立広田小学校 １年 西野　有香 あゆをとるおとうさん

部
富山市立山室小学校 １年 横江　奈々子 橋の上から

富山市立宮野小学校 １年 大上　真依 魚釣り

富山大学人間発達科学部附属小学校 １年 品川　俊輔

富山市立光陽小学校 ３年 小杉　真代 らかんから見た神通川

富山市立光陽小学校 ３年 上田　響生 ひこうきと川

金賞 射水市立小杉小学校 ６年 田中　光保 神通川と神通大橋

銀賞 富山市立八尾小学校 ６年 小林　千師 橋と川

富山市立鵜坂小学校 ４年 前野　桃香 つり橋と井田川

高
富山大学人間発達科学部附属小学校 ４年 小椙　智登 川を守ろう！

学
銅賞 富山市立月岡小学校 ６年 尾﨑　真拓 自然豊かな熊野川

年
富山市立堀川小学校 ６年 松原　睦 青と緑の神通川

の
富山市立柳町小学校 ６年 吉野　圭 迫力満天　いたち川のどんどこ

部
富山市立速星小学校 ６年 五十嵐　夏奈 飛行機の見える川

富山市立古里小学校 ６年 山藤　美穂 夏の久婦須川

富山市立奥田北小学校 ５年 碓井　瑞菜 赤い糸電話のある橋

富山市立五幅小学校 ４年 上野　寛生 神通川第一ダム

富山市立芝園小学校 ５年 前田　樹里 建築中の学校が見える



神通川 国土交通省　富山河川国道事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

佳作 富山市立東部小学校 2年 中村　尚晃 魚つり

富山市立広田小学校 1年 小竹　涼太 メダカはっけん

富山市立藤ノ木小学校 3年 今井　悠斗 きれいな松川

富山市立星井町五番町小学校 3年 加藤　悠義 魚がいる川

富山市立堀川小学校 2年 栗山　理子 わき水おいしそう

富山市立堀川南小学校 3年 山本　拓実 新ささづばしから見た神通川

富山市立堀川南小学校 3年 池田　翔太 石がいっぱいの川

低 富山市立柳町小学校 1年 今井　慎太郎 鮎釣りのおじさん

学 富山市立柳町小学校 3年 尺戸　菜摘 かもがいっぱい赤江川

年 富山市立山室中部小学校 3年 南　周太郎 つり

の 富山市立朝日小学校 1年 松村　美祐 井田川

部 富山市立鵜坂小学校 3年 寺越　裕貴 神通川でつりの様子

富山市立古里小学校 3年 富田　真央 魚と鳥がいた

富山市立宮野小学校 1年 　境野　鈴夏 水がきれいな川

富山市立神通碧小学校 2年 村田　萌 光かがやくじん通川

富山市立大沢野小学校 1年 竹島　柚希 神通川と高山線

富山市立愛宕小学校 1年 藤巻　剛 すずしそうな川

富山市立池多小学校 3年 南田　美玖 ふるさとの川

富山市立大広田小学校 2年 尾山　太一 電車が通る神通川

富山市立奥田北小学校 3年 五十嵐　未侑 と山空こうの近くの神通川

富山市立熊野小学校 3年 西野　真美子 熊野川

富山市立五福小学校 3年 竹内　隼也 色が美しい川

富山大学人間発達科学部附属小学校 3年 熊野　良亮 楽しい川づり

富山大学人間発達科学部附属小学校 3年 岩田　皆美 きれいだったよ！花火大会

富山市立神明小学校 1年 谷川　陽祐 とんぼがとんでいるよ

佳作 富山市立西田地方小学校 4年 岩坪　美志 神通川と空港

富山市立新庄小学校 4年 番場　優佳 神通川の花火大会

富山市立東部小学校 5年 毛利　優花 街の中のオアシス

富山市立藤ノ木小学校 5年 佐藤　礼菜 きれいな川をわたる鳥

富山市立堀川小学校 4年 松井　楽幸 なつかしい岩瀬運河

富山市立堀川小学校 5年 藤井　祥乃 いたち川

富山市立山室小学校 5年 柳田　朱音 神二ダム

高 富山市立杉原小学校 4年 北田　侑加 井田川の風景

学 富山市立八尾小学校 4年 滝本　志帆 おわらの橋

年 富山市立神保小学校 5年 龍澤　千遥 ボート部練習中

の 富山市立大久保小学校 5年 島田　勇之介 鉄橋とダムのある川

部 富山市立大庄小学校 4年 池渕　良 ぼくも船にのりたい

富山市立奥田小学校 5年 中山　遼映 カモといたち川

富山市立奥田北小学校 4年 堀田　実来 神通川と神通大橋

富山市立呉羽小学校 5年 布村　直也 岩をぬけるいたち川

富山市立芝園小学校 6年 寺島　知駿 ぼくの川の自まんはね・・・松川

富山市立萩浦小学校 6年 船木　稜介 雨の日の神二ダム

富山市立光陽小学校 6年 西村　允志 激流する神通川

富山市立蜷川小学校 4年 小川　淳矢 きれいな川

富山市立蜷川小学校 6年 北川　剣也 赤い橋と神通川


